親子キャ ン プ②
～ ファ ミ リ ー キ ャ ン プ 入 門 ～
参加の手引き
2 0 1 9 年 5 月 3 日 ( 金 祝) - 5 月 4 日 ( 土 )
埼玉県立名栗げんきプラザ主催「親子キャンプ②～ファミリーキャンプ入門～」にお申し込みいただき、あ
りがとうございます。春になり、キャンプシーズン到来です。ゴールデンウィークの名栗げんきプラザは、新
緑の美しい時期。そんな気持ちの良い季節に、家族でキャンプに出かける際の楽しみ方を、今回のキャンプを
通して感じていただけたらと考えています。
以下、参加の手引きをお読みいただき、当日までのご準備をお願いします。

１．当日までの参加手続き
①参加確認書・参加同意書の送付
「参加確認書・参加同意書」を名栗げんきプラザのホームページ（http://www.naguri-genki.com）よ
りダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、郵送、ＦＡＸまたは E-Mail でご提出ください。

提出期限：

4 月 18 日（木）まで （募集締め切り日から１週間以内）

※参加同意書に押印できない場合は、当日、印鑑をご持参ください。
※FAX の場合は送付後、確認の電話連絡をしてください。
※提出期限までに参加確認書・参加同意書のご提出と参加費のご入金が確認できない場合、キャンセル扱
いとさせていただきます。

②参加費のお振込み
埼玉県内にお住まいの方
大人 6,000 円 小学生 5,500 円 幼児 5,000 円 3 歳未満 500 円
埼玉県外にお住まいの方
大人 6,150 円 小学生 5,550 円 幼児 5,000 円 3 歳未満 500 円
※宿泊費、食費 3 食（夕、朝、昼）
、活動費、保険料を含みます。

振込期限：

4 月 18 日（木）まで （募集締め切り日から１週間以内）

下記の口座に参加費をお振込ください。
○ 郵便局で口座間送金される場合
郵便局ゆうちょ銀行 （口座番号）10310-82896501
（口座名義）埼玉県立名栗げんきプラザ
○ 一般金融機関からゆうちょ銀行口座へお振込みされる場合
（金融機関）ゆうちょ銀行 （店名）〇三八（ゼロサンハチ）
（店番）038
（口座番号）普通 8289650
（口座名義）埼玉県立名栗げんきプラザ
※参加費の入金で発生する振込手数料は、ご負担ください。
※参加費の振り込みの際は、振り込み名義人の欄にイベント番号「０５」と参加者氏名を入力してご入
金ください。
（例：
「０５ ナグリ タロウ」）

③食物アレルギーについて
食物アレルギーや食事制限のある方は、4 月 15 日（月）までに名栗げんきプラザへご相談ください。
アレルギー対応の書類を別途お送りいたします。
※利用の 2 週間前（4 月 18 日）までにアレルギー対応書類をご提出いただけない場合、アレルギーに関
する対応ができない場合があります。

２．集合・解散
○集合：5 月 3 日（金祝）13:30 名栗げんきプラザ （受付 13:00～）
※13:30 よりはじめのつどいを開始します。
○解散：5 月 4 日（土）13:30 名栗げんきプラザ
※電車をご利用の方は「６．交通案内」を参照し、参加確認書の「交通手段」の欄にご記入ください。
※集合・解散の時間に遅れる場合は、あらかじめお電話でご連絡ください。
電話番号 042-979-1011（名栗げんきプラザ）

３．スケジュール（予定）
5 月 3 日（金祝）
13:00
13:30

5 月 4 日（土）

受付開始
はじめのつどい
アイスブレイクゲーム

6:30

テント設営

9:00

14:30

7:00

アウトドアクッキング①
10:00
（カレーライス・焼きリンゴ）
17:30
夕食
11:00
19:00
片付け
12:00
20:00
入浴
13:00
就寝
1３:30
※当日の天候等の状況によりプログラムが変更になる場合があります。
16:00

起床・身支度
アウトドアクッキング②
（カートンドック）
新緑の森散歩
森の万華鏡作り
テント片付け
昼食（食堂食）
まとめ・ふりかえり
解散

４．生活案内
○宿泊に関して
・今回の主催事業では、家族ごとに設営したテントにて宿泊をします。
※悪天候の場合は、宿泊場所が常設テントやバンガローに変更となる場合があります。
・寝具は、寝袋を使用します。貸出用の寝袋・テントマットを準備いたしますが、ご持参いただいても構いま
せん。
○浴室
・ボディーソープ、シャンプーは常備しています。必要な方はお持ちください。
・備え付けのタオル・歯ブラシ等はありませんので、ご持参ください。
・備え付けのドライヤーはありません。ご持参いただくと使用していただけますが、使用場所が限られます。
○気候
・当所は標高約 600m の山間部に位置します。特に日没後～朝方は平地に比べ 2～3℃前後気温が低くなる
ためウィンドブレーカーやフリースなどの防寒着を、念のためご用意ください。

５．保険について
万一、キャンプ中に事故・ケガが発生した場合、当所で加入している保険の適応範囲内で対応させていただ
きます。

６．交通案内
○自家用車
国道 299 号、正丸トンネル秩父側の信号を名栗・
青梅方面へ曲がって約 4 ㎞。
または県道 53 号、飯能市名栗方面から約 30 分。
駐車場は施設裏の第 2 駐車場が空いていれば、そちらを
ご利用ください。空いていない場合には、ご面倒をおかけ
いたしますが、第 1 駐車場をご利用ください。
※GW 期間中国道 299 号線の混雑が予想されます。
自家用車をご利用の場合は、時間に余裕を持って
お越しください
○電車（西武秩父線） 芦ヶ久保駅下車
電車をご利用の場合、駅からはタクシーでの移動と
なります。不明点などございましたら、名栗げんき
プラザまで、お問合わせください。
【片道タクシー1 台（大人 4 人乗り）2,580 円】
電車にて芦ヶ久保駅まで来られる方は、タクシーの利用に関して、下記をご確認の上、予めご了承ください。
●利用料金：片道タクシー1 台（大人 4 人乗り）2,580 円 （芦ヶ久保駅⇔名栗げんきプラザ）
※乗り合いのため、利用者数によって 1 人あたりの料金は変動します。
複数の家族が利用する場合は、相乗になることがあります。その際は、前日までに利用者の人数から計算
した料金をご連絡します。
※お支払い方法は、代表者の方が駅にてタクシー会社の方へ直接お支払いいただきます。
集合時・解散時ともに前払いとなります。
※当日遅刻する場合は、お電話でご連絡ください。その場合、タクシー料金は全額負担となります。

７．キャンセルについて
お申し込み後にキャンセルされる場合、下記のとおりキャンセル料が発生します。
日時
1 週間前（4/26）～4 日前(4/29)の 12 時まで

キャンセル料
参加費の 10％

4 日前(4/29)の 12 時～前日(5/2)の 17 時まで

参加費の 50％

前日(5/2)の 17 時以降

参加費の 100％

※参加費の返金で発生する振込手数料はご負担ください。
※お振り込み先の情報については、キャンセルを承る際に確認させていただきます。
※当日のキャンセル連絡は E-Mail 等ではなく必ずお電話でお願いいたします。

８．持ち物
チェック

持ち物
帽子
着替え
防寒着
軍手
牛乳パック
（１人２個）
雨具
パジャマ
タオル
歯ブラシ
マイコップ
筆記道具

備考
屋外での活動がメインとなるためご用意ください。
宿泊日数分+予備の着替えをお持ちください。
夜間・早朝は冷え込むことがあります。フリース・ウィンドブレー
カーなどの防寒着をご用意ください。
アウトドアクッキングの際に使用します。
朝食作りで使用します。1 ㍑の大きさの物を洗って乾かして
切り開かずにそのままご用意ください。
（例：２人ならば４個）
※ジュースなどの紙パックでも構いません。
上下セパレートのものがおすすめです。
防寒具にもなります。
備え付けのものはありません。
備え付けのものはありません。
備え付けのものはありません。
温かい飲み物をご用意いたします。
割れにくいプラスティック・金属製の物をご用意ください。
野外で見つけたもののメモやスケッチなどをする場合はお持ちくだ
さい。
（必須ではありません）
夜間の移動の際に必要となります。

ヘッドライトや
懐中電灯
ビニール袋
レジ袋等が数枚あると生活面において便利です。
※その他、常備薬など個人で必要な物はご用意ください。
※テント・マット・寝袋等、お持ちの装備を使用したい場合は、別途ご持参ください。施設での貸出もありま
す。

９．その他
事業を実施するにあたって取得した個人情報は事業運営や広報（施設のチラシ・パンフレットや埼玉県の広
報）
・Web サイト・ブログなどに使用させていただき、目的以外の使用はいたしません。また、「個人情報の
保護に関する法律」を遵守し、適切な取り扱いをいたします。写真・ビデオ等を広報に使用することにおいて、
ご都合が悪い場合には「参加確認書」の【スタッフへの希望】欄に記入してください。
※ご質問やご不安な点がございましたら、042-979-1011【担当：弦巻・繁里】までご連絡ください。

スタッフ一同、皆様に会えることを楽しみにしています！

【問合せ先】埼玉県立名栗げんきプラザ 〒357-0111 飯能市上名栗 1289-2
ＴＥＬ：042（979）1011 ＦＡＸ：042（979）1013 メール：naguri@tokyu-com.co.jp

